
雪を楽しもう！冬も元気いっぱい！！
　1月26日（土）、菊水地区青少年育成委員会では、町内会、
学校、地域関係団体と協力し、冬の恒例行事である「菊水地区
雪中運動会」を開催しました。
　当日は約300人の子どもたちが参加し、白石区マスコット
キャラクターしろっぴーとの準備体操、雪上での徒競争、段
ボールの座布団を使ったいす取りゲームなどを楽しみました。
一生懸命に走る子どもたちの姿に会場からは大きな声援が送ら
れました。
　地域のお父さんたちが雪のブロックで作ったかまくら「イグ
ルー」に子どもたちは興味津々。中に入って、雪で創られた異
空間を楽しんでいました。
　競技進行は幌東中学校生徒会が担当し、地域の子どもたちの

リーダーとして頑張る姿は頼もしく見えまし
た。競技後は東橋小学校PTAの皆さんが作っ
た温かい豚汁を全員で食べ、大満足の一日と
なりました。
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日時：平成31年1月26日（土）
場所：東橋小学校グラウンド菊水地区青少年育成委員会
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現在の青少年育成委員会の任期は平成29年4月1日から平成32年3月31日までです。

札幌市青少年育成委員会とは
　札幌市青少年育成委員会は、地域において子どもたちの健全な育成に関する実践活動
を推進するため、市内90地区（連合町内会単位）に組織されています。
　現在は、市長から選任を受けた約1,800人の札幌市青少年育成委員会委員が、各地区
でスポーツ・文化事業や環境対策事業などのさまざまな事業を実施しています。

スクー

活動内容や青少年育成委員会委員の選任に係わることについては、各区役所地域振興課までお問い合わせください。
・中央区役所（011）205-3221
・厚別区役所（011）895-2442
・西 区 役 所（011）641-6926

・北 区 役 所（011）757-2407
・豊平区役所（011）822-2427
・手稲区役所（011）681-2445

・東 区 役 所（011）741-2429
・清田区役所（011）889-2024

・白石区役所（011）861-2422
・南 区 役 所（011）582-4723

●子どもたちが安心して暮らせるよう、地域パトロール、
　あいさつや声かけの実施、安全マップの作成、
　「青少年を見守る店」登録の呼びかけ等を実施。

●地域全体で子どもたちを見守るために、地域の関係機関、
　町内会・子ども会・中学校区青少年健全育成推進会・
　主任児童委員・民生児童委員・体育振興会・保護司・PTA・
　少年補導員・各小学校・各中学校・行政機関などと連携し、
　情報交換等の交流会、地域イベント開催時の巡回を実施。

●青少年育成委員会の活動を多くの方に知っていただき、地域全体で
　子どもたちの成長を考えるために、広報紙の作成・回覧、地域懇談会、講演会を実施。

●子どもたちの健やかな成長のために、
　ハイキングや施設見学などの
　レクリエーション等を実施。

どどももたもたち かな めにたち めにち めちち たためめ

青少年育成委員会青少年青少年育成委員会
の活動内容の活動内容の活動内容

　近年、スマートフォン等の急速な普及に伴い、青少年の長時間利用による生活習慣の乱れやネット依存、不適正な
利用による犯罪被害、個人情報流出の問題、SNSの利用によるネットいじめなどのトラブルが増加しています。
　未来を担う青少年が、スマートフォン等を正しく利活用できる環境を整えるためには、保護者が責任を持って子ど
もにインターネットに関する知識・技術、情報モラルやコミュニケーション能力を身につけさせるとともに、保護者
をはじめとした周囲の大人による見守りが重要となっています。
　総務省では、実際に起きたトラブル事例をもとに、「インターネットトラブル事例集（2018年度版）」を作成して
います。インターネットトラブル事例集には、インターネットトラブルの予防法や対策法がまとめられていますので、
ぜひ総務省ホームページをご覧ください。

ネットは便利だけど・・・ ～青少年が安心安全にインターネットを利用するために～

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/kyouiku_joho-ka/jireishu.html
【総務省ホームページ】



調和のとれた異学年交流
　稲陵中学校区青少年健全育成推進会（会長・丹伊田和義氏）の
「第37回ひまわりコンサート」が開催され、手稲鉄北地区青少年
育成委員会が全面的に支援しました。
　PTA・鉄北ひまわり会役員、青少年育成委員会委員、各学校の
教職員等が午前8時に集合してゴザ・椅子等の設営を行いました。
　午前10時開会、丹伊田会長から挨拶があり、標語コンクールの

優秀作品披露と表彰状の贈呈がありました。
　続いて手稲鉄北小4年、手稲山口小5年、稲陵
中吹奏楽部による演奏や合唱の発表が行われ600
名を超える保護者から大きな拍手が送られました。
　回を重ねることで手稲鉄北地区の異学年交流の
場として貴重な集いへと発展しています。
　最後に稲陵中の山田教頭から「盛大にコンサー
トが開催され、子どもたちの環境が明るく改善し
ています」と挨拶があり、2時間にわたるコン
サートは終了しました。

　12月2日（日）に、真栄団地町内会館で「清田地区親
子餅つき大会」が開催され、約400人の地域住民が餅つ
き体験や、できたての餅を楽しみました。この行事は、
地域の青少年の健全な育成と地域住民の親睦を図ること
を目的として、清田地区青少年育成委員会が、清田地区
町内会連合会とともに毎年開催しているもので、年の瀬
の恒例行事となっています。
　大人が力強くもち米をまとめ上げたあと、子ども用の
小さい杵が登場し、子どもたちの餅つきがスタート。少

しよろめきながらも杵を振り下ろす様子に、家族や友
人たちから「がんばれ！」と声援が飛びました。つき
たての餅は、参加者の手で食べやすい大きさに丸めら
れテーブルへ。きな粉やあんこをまぶしたり、雑煮に
したり、多彩な味に舌鼓を打ちました。
　会場は笑顔と活気にあふれ、心も体も温まる一日と
なりました。

餅つきでみんな笑顔に
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清田地区青少年育成委員会 日時：平成30年12月2日（日）
場所：真栄団地町内会館

日時：平成30年11月4日（日）
場所：稲陵中学校手稲鉄北地区青少年育成委員会



素晴らしい演奏や合唱に大きな拍手が
　11月10日（土）屯田中央中学校にて、第27回屯田ジュニアミュー
ジックフェスティバルが開催されました。今年の入場者数は682名。
年々大きなイベントに成長しています。今年の出演は、順に、屯田太
鼓、北区児童会館うたくらぶ、屯田南小ハローコーラス、屯田中央中
合唱部＆北陵高校合唱部の合同合唱、リサ＆ガスパール（屯田北小の

音楽でひとつに
　9月13日（木）、青葉地区青少年育成委員会は、青葉町自
治連合会・青葉小学校と共催で「ふるさと青葉コンサート」
を開催しました。
　このコンサートは、青葉地区の子どもたちが、この地区で
育ち暮らしたことが素晴らしい思い出となるように、地域住
民と一緒に様々な事業に参加し、世代を超えたつながりがで

きることを目的としており、小学校児童のほか、保護
者や地域住民も参加して行われました。
　今年は、札幌交響楽団コンサートマスターの大平ま
ゆみさんとピアニストの村上和歌子さんが、ビバル
ディの「四季」など全6曲を演奏。大平さんは、聴衆
の間を奏でつつ歩き、時にはエピソードを語り、音楽
を身近なものとしてくださいました。
　その後、全員で「ふるさと」「上を向いて歩こう」を
合唱し、会場の一体感はピークに。最後は、児童から
校歌がプレゼントされました。

先生が指導する地域の児童たちによるサークル）、
屯田西小ブラスバンド、屯田小バンド同好会、屯
田中央中吹奏楽部、屯田北中吹奏楽部、北陵高校
吹奏楽局でした。
　今年初出場の北区児童会館うたくらぶは総勢
120名での出演。屯田西小ブラスバンドや屯田中
央中吹奏楽部は全国大会の常連で大人顔負けの音
色を聴かせてくれました。地域に根付いた文化の
交流、これからも永く続けて行きたいです。最後
は会場全体で「ふるさと」を合唱して締め括りま
した。
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屯田地区青少年育成委員会 日時：平成30年11月10日（土）
場所：札幌市立屯田中央中学校

日時：平成30年9月13日（木）
場所：青葉小学校青葉地区青少年育成委員会 他



少年育成指導員とは…

少年育成指導員コラム

ゲーム場の巡回の様子
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風に吹かれて風に吹かれて風に吹かれて

　少年育成指導員は、喫煙や怠学など子どもの問題行動に対応するため、札幌市子ども未来局及び各区役所
に配置され、日々、駅・バスターミナル・繁華街・商業施設などを巡回し、子どもたちへ声かけや指導等を
行っています。子どもが抱えている悩みを少しでも解消してあげられるよう積極的な対話に努めるとともに、
子どもの問題行動や友人、親子関係などに関わる各種の相談にも対応しています。また、地域における関係
機関・団体との連携及び協力により、地域の自主的な青少年の健全育成活動の支援・協力をしています。

　中央区を担当している少年育成指導員です。中央区における平成30年度の巡
回から見られた子ども達に対する声かけ･指導の状況と活動状況について紹介
します。
　平成30年4月から平成31年1月までの間に、ゲーム場、カラオケボックス、
札幌駅前地下歩行空間、大通公園、狸小路などで声をかけた子ども達は3,040
人で、そのうち指導は840人でした。指導の男女別で見ると男子約7割、女子
約3割でした。また、指導の行為別で見ると、ゲーム場出入りが828人で、その占める割合は全体の98％となって
います。
　ここ数年間は、ゲーム場出入りが指導数全体の9割を占めている状況が続いています。その他の行為では、不健
全行為と迷惑行為がそれぞれ4人、不健全娯楽と怠学がそれぞれ2人でした。

◎未就学児童～指導は5人でした。指導の行為はすべてゲーム場出入りで、児童のみで遊ばせて保護者は買い物等
で同伴していない状況が見られました。昼間であっても連れ去り等の事件事故に遭うおそれがあるため、注意する
必要があります。

◎小学生～指導は418人でした。指導全体における小学生の割合は約50％となっており、指導の行為はすべて
ゲーム場出入りでした。そのうち、小学生のみで遊ばせて保護者が買い物等で同伴していなかったのは114人でし
た。小学校の校外における生活指導の方針により、ゲーム場出入りは、保護者同伴でも望ましくないとされており、
札幌市近郊の小学校においても共通した指導方針となっています。
　夏･冬休み期間の指導は221人(53％)でした。

◎中学生～指導は407人でした。指導全体における中学生の割合は約48％となっており、指導の行為はゲーム場
出入りが405人、ゲーム場で午後6時以降に出入りしていた不健全娯楽が2人でした。札幌市内の約半分の中学校
は、校外における生活指導の方針により、ゲーム場出入り禁止あるいは保護者同伴となっています。ゲーム場出入
りについては、自校の指導方針を確認しておくことが必要です。
　夏･冬休み期間の指導は297人(48％）でした。

◎高校生～指導は10人でした。指導の行為は、商業施設の階段で座り込み通路を塞いでいた迷惑行為4人、男女の
不健全行為によるもの4人、授業時間中の午前中のゲーム場出入りによる怠学が2人でした。商業施設やゲーム場
内の喫煙所を巡回しましたが、喫煙行為はなく、飲酒もありませんでした。

◎その他の活動～中央区は大型商業施設やゲーム場などが多数密集するほか、札幌駅や地下鉄大通駅は登下校時の
乗換駅で、市内全域の子ども達が多く集まるため、青少年の健全育成に係わる地域の方々と合同の巡回を今年度は
17回行いました。引き続き、地域の方々との連携を図り、子ども達の健全育成と非行防止のほか、子どもの安全
を見守る巡回を行っていきます。ご理解、ご協力のほどよろしくお願いします。

～子どもたちの明るい未来のために～



寒さに負けず、雪にも負けず、冬を楽しむ
　曙地区青少年育成委員会と曙地区連合町内会では、毎年、
子どもと親や地域の人々が一緒になって、冬の時期の運動
不足解消や、子ども同士の協調、親子の絆や地域のふれあ
いを深めることを目的に「曙地区親子雪のつどい」を開催
しています。
　当日は青空が広がる、絶好の天気となり、ひもに吊るさ
れた菓子パンを口で取る「雪中パン食い競争」や大人と子

どもがペアになってゴールを目指す「雪中親子
チューブ引き競争」、雪に埋まったボールを探し出
す「雪中宝さがし競争」などの競技が行われました。
　大人も子どももパンをくわえるのに悪戦苦闘し、
チューブ引きではなかなかまっすぐに走れず奮闘す
る姿にグラウンドではどっと歓声が沸きました。
　競技の後は、青少年育成委員が作った豚汁が振る
舞われ、参加者は心も体も温まる一日となりました。

地域とのふれあい！温かい拍手に包まれて！
　9月30日（日）午後1時30分から、月寒公民館で「第32回親子ふれ
あいコンサート」を開催しました。
　このコンサートは地域住民のふれあいと青少年の情操教育を目的に、
月寒地区青少年育成委員会と月寒公民館運営委員会の共催、月寒地区町
内会連合会と「月寒の少年」市民会議の後援で毎年開いているものです。
　この日は、月寒小学校と月寒東小学校の合唱団、南月寒小学校、月寒
中学校、羊丘中学校、月寒高校の吹奏楽部、あやめ野中学校ウインドア

ンサンブル、札幌第一高校吹奏楽局、月寒高校マンド
リン部の小・中・高の8校9団体の児童・生徒が出演
しました。
　コンサートでは、ジブリメドレーやディズニー等お
なじみの曲、ジャズやクラシックの名曲等が披露され、
演奏が終わるたびに盛大な拍手が送られていました。
　コンサートの最後には、地域の歌である「月寒（つ
きさっぷ）の少年」と「故郷（ふるさと）」を月寒高
校マンドリン部の演奏に合わせて出演者と観客全員で
合唱。約900人の観客と出演者で賑わい、盛況のうち
に終了しました。
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曙地区青少年育成委員会 日時：平成31年2月9日（土）
場所：山鼻小学校グラウンド

日時：平成30年9月30日（日）
場所：月寒公民館 月寒地区青少年育成委員会



ドキドキ体験円山Zoo見学会
　10月13日（土）、円山動物園見学会を地域の小学生
37名の参加で実施しました。
　毎年藤野のFu’s（フッズ）で開催していたサマーレク
リエーションが熊の出没により中止となったため、今年
は動物園見学会を実施しました。子どもたちは動物園の
スタッフの説明を受けたあと、ホッキョクグマ館の見学
や、普段は入れない動物飼料庫（冷凍・冷蔵）で、動物
たちの食料を見学して、動物によって食べる量が大きく

違うことや、餌の種類の多さに驚いた様子でした。また、円山動
物園では冬期間の雪を貯蔵し夏場の冷房に使用している雪冷熱シ
ステムを活用した省エネを行っていることや、木質ペレット燃料
等の次世代エネルギーを活用していることも学びました。
　昼食後は、園内の展示館を回りながら問題を解くクイズラリー
を楽しみ、子どもたちの園内を回る速さに育成委員も付いて行け
ず足もガクガクでしたが、秋の日の楽しい一日に子どもたちも満
足感一杯の様子でした。

みんなで奏でるハーモニー♪
　12月1日（土）に「第29回はちけんみんなの音楽会」が開催さ
れました。当日は、地区の小中学校合わせて6校が集い、家族を
含めた、約600人がそれぞれの学校の音色を楽しみました。
　12月初旬の雪が降る寒さの中、子どもたちが日々練習してきた
合唱や吹奏楽を披露しました。当日はクリスマス前ということも

あり、クリスマスにちなんだ曲を演奏する学校もあり、
お子様からお年寄りまで、みんなで楽しみました。最
後は会場全体で「ふるさと」を大合唱し閉会となりま
した。
　地区の伝統となりつつあるこの音楽会は、八軒・八
軒中央地区青少年育成委員会、八軒中学校区青少年健
全育成推進会が主体となって、当日の運営にあたりま
した。地元中学校の体育館での開催ということもあり、
地域の皆さまに一体感が生まれた充実した一日となり
ました。

八軒・八軒中央地区青少年育成委員会
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日時：平成30年12月1日（土)
場所：札幌市立八軒中学校

日時：平成30年10月13日（土）
場所：札幌市円山動物園芸術の森地区青少年育成委員会



仮装大会も開催♪
　「さつなえまつり2018」が10月27日（土）に
行われました。
　今年のさつなえまつりのテーマは「ハロウィ
ン」！！
　ハロウィンにちなんだ飾り付けや仮装した子
どもたちで館内はいっぱいで、ひもくじ・輪投
げ・ボーリング・ゲームコーナー等で思いきり
楽しんでいました。
　特に「仮装大会」では自分たちで作った衣装

で仮装コンテストに参加した姿は、ファッションショーさなが
らで見ているほうが楽しくなりました。
　今年で34回目を迎えるこのまつりに、札苗地区青少年育成委
員会は地域のボランティアのみなさんと共に毎年お手伝いをし
ています。
　180名の子どもたちが参加してのまつりで、低学年には父母
も付いてくるので館内は大賑わい。
　育成委員の私たちも、各コーナーにおいて子どもたちと汗を
流しながら楽しませていただきました。
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30-2-1057

札幌市子ども未来局子ども育成部子どもの権利推進課
札幌市中央区南1条東1丁目大通バスセンタービル1号館3階
電話：011-211-2942　FAX：011-211-2943

❽ 第29号

札苗地区青少年育成委員会 日時：平成30年10月27日（土）
場所：札苗児童会館


